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遠州横須賀街道で

秋の七草である葛から作られる葛布は、沖縄県の芭蕉布、東北の科布と
並び日本三大古布のひとつに数えられています。古くは鎌倉時代から伝承
された伝統工芸品で、広辞苑にも「掛川の名産」として紹介されています。
800年もの間受け継がれてきた葛布。この伝統を守り続けるために新た
なプロジェクトが動き出しています。

葛布の起源
その昔、掛川西方の山中にある滝
のそばで修行に励んでいた行者が、
滝水に打たれさらされている葛のつ
るを見つけ、繊維として使えると考
えました。行者は、信徒の老婆に葛
の繊維を取る方法を教えたことから、
ここ掛川に葛布の製法が生まれたと
言い伝えられています。
鎌倉時代には掛川の葛布が武家の
装束として大変珍重されていたとい
う記録が残っています。
江戸時代に入ると、掛川藩の奨励
はかま

かみしも

と保護を背景に「掛川の葛布」とし
て知名度を高めます。武士の袴や裃

の素材として織られ、その生産が掛
川の経済資源であったと言われてい
ます。また、参勤交代では遠国の武
士が掛川を通過する際、特産品とし
て葛布を買っていくことが習わしと
なるなど、掛川宿の繁栄とともに葛
産業も栄えていきました。

伝統産業の危機
昭和に入ると、アメリカへの葛布
壁紙の輸出が増加したものの、急激
な需要に原材料の確保が困難になり
ます。さらに、技術革新により代替
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問 産業労働政策課（☎21-1125）

②

①葛から作った糸を一つひとつ手作業で織っていく②葛の花③川で洗いながら糸になる繊維を取り出す

④できあがった糸⑤葛の根から作られる葛湯⑥掛け軸や財布、食品まで葛から作られる製品は多彩
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布ができるまでの工程や作り方を学
○小笠高校と連携し、葛の茎、根の

素材が開発されるなどの理由で、
軒あった手織り葛布商

びました。

〜

徐々に生産者が減少し、最盛期には
市内に
安定的な収穫・供給や、食材として

栽培手法の確立・マニュアル化

人との交流が
新しい発想を生む

くずお

光さん（4 年）

材質の良さが伝わる
新商品の開発目指したい

日ごろから不要と見られている
物を美しく見せる方法を模索して
いて、雑草と呼ばれる葛がどのよ
うなアプローチで製品になるのか
興味がありました。
事業に参加して、作り手が少な
くなっていることを直に感じ、問
屋に卸すだけでなく、消費者に刺
さるようなＰＲ方法を考える必要
性を感じました。
実際に葛に触れるうちに、材質
の良さを実感しました。若者の中
で流行している籠バッグのように、
カジュアルなバッグやサンダルの
素材に使用するなど、さまざまな
方向性を見いだしたいです。

そと だ

の安全な利用のため、試験栽培を実
施 。 ま た 、 市 内 に１ ０ ０ ０ ㌶ あ る 耕
作放棄地解消の一助としても取り組

試験栽培

外田

も現在は２軒となりました。

高校・企業・市民団体など多方面
から参加で葛利活用委員会設立
み ま す 。５ 年 間 の 育 成 試 験 で 栽 培 条

原材料供給

件や栽培方法の効率化、収穫量、品

研究機関による酵母分離

市は、掛川が誇る伝統産業の復活

葛花酵母

質、必要経費などを明らかにすると

花の利用

と継承に向け、昨年、各分野の専門

エキスを利用したせっけんの販売

ともに、育成・収穫作業をマニュア

葉のエキス

家を迎え「掛川市葛利活用委員会」

市内製薬企業などとの連携による研究

ル化します。

サプリメント

を設立しました。委員会では、葛布

掛川産葛粉の供給

の振興を図るため、下記のようなさ
まざまな取り組みを行い、現在の県
企業以上または

指定伝統工芸品から、国が指定する
伝統的工芸品（
人以上が従事）を目指します。

葛利活用委員会の中で葛布の
啓発と広報を担っています。
葛布はもちろん、葛苧（葛の
繊維）を取る技や伝統工芸のす
ばらしさを知ってもらうため、
参加者を募って夏に繊維を取る
講座、秋に織り体験、冬に展覧
会を行っています。ゼロから葛
文化に触れることで、葛の繊維
の透き通る美しさに気づき、そ
の魅力を広めて、関わる人を増
やしたいと思っています。
また、自然の物である葛は
「究極のエコ製品」という視点
からも、もっと生活に取り入れ
られないかを、さまざまな地域
や年齢の参加者と交流し発見し
たいです。

多摩美術大学の学生らに葛苧の取り
方を指導する藤井さん（左から3番目）

エコ製品や酵母など新しい価値を
発掘

葛菓子

掛川市葛利活用委員会

こ

葛は、花、茎、葉、根の全てを利
用することができ、多くの可能性を
秘めています。布だけでなく、環境、

葛利活用委員会 概要

多摩美術大学

外田さんが葛を使って
手作りしたイヤリング。
「時間が経つにつれだ
んだん変色してきてし
まったが、葛はさまざ
まな可能性を秘めてい
る」と話しました。

美容、畜産飼料など多方面の利活用
で葛布産業の振興を図ります。
【取り組みの一例】
○多摩美術大学や静岡文化芸術大学

家畜の比較研究、ブランド化

成分の利用
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と連携し、学生から若者目線で事業

畜産飼料

根の利用

紙の試作品製造・製品化

工業製品
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提 案 を 求 め る 体 験 ツ ア ー を 今 年８ 月

葛布の振興

マーケティング基礎調査
葛布づくり体験

茎葉の利用

みち

代表

50

に 開 催 。３ 日 間 を 通 し て 、 葛 か ら 葛
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藤井康子さん
達人に学び伝える会

40

第

回

20

問 大須賀支所地域支援係（☎48-1000）

13:00～17:00

■今年でちょうど 回

城下町の風情を残す横須賀街道の町並みを、その
まま美術館にしてしまう「遠州横須賀街道ちっちゃ
な文化展」が開催されます。古い町屋や空き家など
の玄関先、部屋の一部を借りて、作家たちの作品を
展示。期間中、街道は大勢の人出でにぎわいます。
「町の人が自信と誇りを持って、ここ横須賀に住
む」。今号では、これまで作り上げてきた遠州横須
賀倶楽部の熱い思いと歩みを振り返りながら、ちっ
ちゃな文化展の魅力に迫ります。

掛川南部観光案内処（☎48-0190）

年 に 第１ 回 目 を 行 い 、

今年で 回を数えます。

しました。平成

熱い思いから、遠州横須賀倶楽部が企画

要な時代に来ているのではないか」との

もらいたい」、「意識して残すことが必

ばらしさを失う前にみなさんに気づいて

この文化展は、「横須賀の町並みのす

20

11

会場で行われ、来場者は

23

会 場 に１０ ０ 人

80

なりました。

の 作 家 、 来 場 者 は３ 万 人 を 超 え る ま で に

かんでいき、今では約

倶楽部の取り組みや熱意が住民の心をつ

化展でした。回を重ねるうちに、横須賀

３０００ 人ほど。まさに、ちっちゃな文

化展は、当初

が誇りを持てるきっかけにと始まった文

素で残った町並みと文化を、住む人たち

あるがままの暮らしと、いくつかの要

■倶楽部の熱意が住民へ
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9:00～17:00
9:00～21:00

28 日

27 土

10/26 金
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遠州横須賀街道 ちっちゃな文化展

みんなが主役

協賛イベント

倶楽部ができて10年目。小さな町の
小さなつながりを大切にしようと
「ちっちゃな文化展」と名付けました。
最初は、作品展示のために家を貸し
て欲しいと、各家へのお願いから始め
ましたが、町の方たちは快く「使っ
て」と言ってくれました。倶楽部の活
動をみんなが見ていてくれたんだと思
うと、本当にうれしかったですね。
横須賀高校の生徒たちも、カバーで
きない作業の役割を担ってくれ、今で
は必要不可欠な存在です。
遠州横須賀倶楽部
大番頭
来る方も作家も町の方たちもスタッ
鈴木武史さん（新屋町） フも、みんな主役。顔が見えるつなが
りと郷土愛を大切に、これからも自然
体で続けていきたいですね。

横須賀高校 秋の文化展

ちっちゃな巨匠達

書道部や美術部、サイエンスラ
ボ部などの作品展示。郷土芸能部
による三社祭礼囃子の披露や吹奏
楽部による演奏もあります。
と

き
27 日（土）11:00～15:00
28 日（日）10:00～15:00
【郷土芸能部】
27 日（土）①13:00②17:15
28 日（日）①10:00②14:15
【吹奏楽部】
27 日（土）①11:30②14:00
28 日（日）①13:00
ところ
横須賀高校体育館（晴天のとき、
郷土芸能部と吹奏楽部は正門前）

文化展で 魅力ある町づくりを
横須賀はまだまだ魅力ある町づくり
ができると思っていたとき、文化展が
スタート。町ごと美術館にしてしまお
うという発想がすごく良かったですね。
自分の家の生活空間を、展示スペー
スとして提供していることを訪れる方
に話すと、みなさん驚きます。普通そ
う思いますよね。祭典のときに多数の
方が出入りするから案外慣れてしまっ
ているのかも知れません。
あるとき夕暮れの街道を見て「風情
があっていいですね」と言ってくれた 第1回から自宅を提供
方がいました。
芳野康広さん（東本町）
文化展に訪れて、横須賀の人間性や
景観を愛してくれるファンが、1人で
も増えてくれればうれしいですよね。

無料シャトルバス時刻表

運行日:27・28日、所要時間約40分
掛川駅南口⇔大須賀支所

掛川駅南口発

大須賀支所発

8：30 12：00

9：20 13：40

8：50 13：10

9：40 14：00

9：10 13：40 10：00 14：30
9：30 14：00 10：20 15：00
10：10 14：40 11：10 15：40
10：30 15：00 12：20 16：00
10：50 15：30 12：40 16：30
11：10 16：00 13：00 17：00

■おもてなしの心が文化展を支える
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特徴は、企画から準備、当日の運営な
どにみられます。準備は全て住民による
手作業。予算は、出展する作家や、訪れ
る方たちへの「おもてなし」に使われま
す。倶楽部のみなさんは、とにかく横須
賀まで足を運んでもらおうと、来場者の
目線で考えています。
今では、わずかな旅費と作品輸送費だ
けで出展してくれる作家たちも、遠路は
るばるお金を掛けて横須賀を訪れるみな
さんも、倶楽部の気持ちを理解していま
す。また、手作りの案内看板をはじめ、
仮設トイレや駐車場などは、横須賀ほど
用意されているところは珍しいと言われ
るほど、充実しています。
このように、出展作家も訪れる方たち
も「おもてなし」の心地よさを肌で感じ

られることが、 年を迎えてもなお色あ
せず愛され続ける魅力となっています。

■地域住民も自主的にＰＲ

主催者は、ゆかりのあるみなさんへの案

KOHO KAKEGAWA 2018.10

内ハガキとパンフレットを作成するだけ。

メディアに取り上げられること以外は、ほ

とんど広報していません。その代わり、地

域住民が友人や知人へと進んで情報発信。

集客は人と人のつながりが支えています。

郷土愛を育む横須賀が、まさに住民総ぐ

るみで文化展を盛り上げています。

町・人・作品を楽しめる３日間。街道沿

いを歩いてみてはいかがでしょうか。
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つながり大切に

①

②

③

④

⑤

⑥

かけがわ茶エンナーレ

「市民プログラム2018」開催

テーマ

茶文化
創造

問

かけがわ茶エンナーレ実行委員会事務局
（文化振興課内 ☎21-1126）
共催 静岡県文化プログラム推進委員会

昨年秋に、市全域を舞台に初めて開催された地域芸術祭「かけがわ茶エンナーレ2017」。
茶エンナーレで生まれた市民の「縁(エン)」を引き続きつなぐため、一般公募で選ばれた市民プログ
ラムが行われます。今年の秋も、ちっちゃな「茶エンナーレ」をお楽しみください。
プログラム名

日時

①
かけがわ粟ヶ岳 9～11月の
さん ろく
山麓里山めぐり 特定日

会場

料金

内容

団体名（問・申）

かま い

粟ヶ岳山麓
周辺地域

②
掛川産抹茶de
書道とプチ茶道

10/13( 土 )・14( 日 )
A. 書道＋茶道 ( 要予約 )
10:00～、11:00～、
13:00～、14:00～
B. 茶道のみ ( 予約不要 )
10:00～15:00 随時

大日本報徳社
冀北学舎

③
原泉アートデイズ!
～自然と生きものと
人の営みと～

10/13（土）～
28（日）
10:00～16:00
※火 · 水曜休館

原泉地区
（旧掛川市
農協原泉
支所など）

各プログラ
ムは有料

秋新茶摘みや釡炒り茶作りなど、秋の里 NPO法人時ノ寿の
山体験プログラムです。
森クラブ、体験型
パスポートで倉真地区や日坂地区など約 古民家宿旅ノ舎
10か所を巡る縁側カフェもあります。
（☎28-0082）

A.書道＋茶道 掛川産抹茶を使った遊び要素を交えた書
1,000円
B.茶道のみ
500円

道と、たて方から学ぶプチ茶道。抹茶の
茶話の会
香りに包まれた至福のひとときをお過ご（☎080-6955-4327）
しください。
使われなくなった茶工場や施設、神社な

寄付制、
原泉アート
どを活用して、現代アート作品の展示、
各プログラ ミニイベント、講演会、講座、アーティ
プロジェクト
ストグッズ販売などを行います。原泉が（☎080-3936-1109）
ムは有料
アートで彩られる2週間です。

クリエイターたちによる動画や写真の展

④
10/20（土）・
茶遊プロジェクト
21（日）
in東山・日坂

入場無料、 示、アーティストによるお茶会、地元民謡
Tea of the Men
東山いっぷく
各プログラ にちなんだパフォーマンスなど。お茶の新
（☎080-5103-2733）
処倉庫（予定）
ムは有料
しい魅力を発掘できるイベントです。

⑤
戦国コスプレ茶会 10/27（土）
inポプサミ

三の丸広場 150円／本 ボトルを三の丸広場で限定販売します。

⑥
掛川茶景

we＋138
ストア

10月

茶娘キャラクターのオリジナル掛川茶缶
※コスプレ茶会は定員となりました。

見学無料

かけがわポップカ
ルチャーサミット
実行委員会
（☎61-1151）

茶畑のある風景などをのれんにして展示
森藤文華
します。人々がくぐり抜けることで、掛
（☎080-1062-5396）
川の自然風景を体感します。

※詳細は、かけがわ茶エンナーレWEBサイトをご覧ください。 かけがわ茶エンナーレ
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防災の話題
不安を解消

県弁護士会と被災者支援で協定
さとる

市と県弁護士会（大多和暁
会長）は8月30日、平時の災
害対策および災害時被災者支
援活動に関する協定の締結式
を行いました。
平時から実体験を交えた防災講話の実施や、災害
時の法律相談情報の提供、被災者支援活動の実施な
ど市民に安心感を与えるとともに、行政職員の負担
を軽減します。大多和会長は「いざというときは即
対応する」と力を込めました。

ドローンの活用

長尾機設、藤本組と協定
市と㈱長尾機設（長尾任子
社長）、㈱藤本組（鈴木教郎
社長）は8月30日、ドローン
を活用して災害時の情報収集
や被災者の捜索、被災状況反
映図書などの作成を行う協定を締結しました。
鈴木社長は「少ない人数で短時間に作業が可能なこ
とが1番の利点。危険で近づけない場所は機械に頼る
ことで安全に調査を進められ、復興も迅速に進められ
る」と述べました。

通算 21 回目の「産地賞」受賞
1等の6枠を市内生産者独占の快挙!!
8月28日から31日に静岡茶市場で開催された「第

72回全国茶品評会」で、五明茶業組合が深蒸し煎
茶の部で初となる最高位の「農林水産大臣賞」を受

賞しました。また、同部で1等級6枠を市内生産者
が独占する秀逸な成績を収めました。

この審査結果により、市は3年連続通算21回目の

産地賞を受賞。改めて全国に「お茶のまち掛川」の
名をとどろかせました。

今回の受賞は、生産技術向上のため、日々研究、

研さんを重ね、切さたく磨しながら取り組んできた
茶農家の層の厚さが光る結果となりました。

※「産地賞」は茶種ごとに審査成績が優秀な市町村

に贈られる賞で、同一の市町村から3点以上の出品
があり、審査成績の上位3点の合計審査点で決まり
ます。

ベイシアとパートナーシップ協定

応援要員の宿泊先の提供

HMIと災害時の施設使用協定
市とホテルマネジメントイン
ターナショナル㈱（HMI・比良竜
虎社長）は9月4日、同社が運営
する「つま恋リゾート彩の郷」の
災害時の施設使用について協定を
締結しました。災害時に県や他市町などの各機関に
応援要員を要請した際の宿泊場所と、支援物資の運
搬などの拠点ヘリポートを確保します。
締結式で川口会長は「従業員への周知と実務の遂
行、研修、教育に努める」と決意を示しました。

7
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佐藤勝彦さん

市と㈱ベイシア（橋本浩英
社長）は9月3日、災害への備
えおよび発災時の物資供給な
どの支援に関する協定を締結
しました。同社が県内自治体
と防災協定を締結するのは初めて。災害後の早期販
売開始や生活物資の供給支援を行います。
締結式で近藤総務部長は「災害時は生活物資の迅
速な供給をはじめ、災害後の早期再開に向け努力し
ます」と話しました。

五明茶業組合
代表理事組合長

早期の販売再開

「掛川市の産地賞受賞に貢献できうれし
い」と笑顔を見せるのは、大会の最高位に
あたる「農林水産大臣賞」を初めて受賞し
た五明茶業組合の佐藤組合長。
「今年は凍霜害がほとんどなく、うまみ
を含んだ芽が順調に育ったことに加え、芽
を6㌢ほどにそろえて摘み取ったことで蒸
しが均一で、見た目も整った深蒸し煎茶に
仕上がりました。独自に研究した蒸し時間
も、鮮やかなお茶の色を実現させる結果を
生みました。1回で満足せず、来年以降も
受賞できるよう努力します」

原野谷川の吉岡橋（平成26年10月5日台風18号）

近年、地球温暖化の影響で、台風の

■洪水における避難
発生の恐れがある場合には、命を守る

台風の接近やゲリラ豪雨など、災害

河川の氾濫や土砂災害など、全国各地

ために、迷わずすぐに避難行動を取り
「避難場所」は、親族、知人宅や地

ましょう。

川や原野谷川などの市内主要河川につ

区の避難場所など安全が確保される場
動が原則になります。

所とし、早めの避難で浸水域外への移
浸水の深さが浅い地域では、自宅の
２ 階以上や近くの高い建物へ移動して
安全を確保することも、命を守る避難
行動です。

催し、新たな洪水浸水想定区域図の配

市は、対象となる地区で説明会を開

■浸水想定区域図の配布
ソフト対策として「早めの避難」をす

発生しました。このことから、市では、市内の農業用ため池の緊急点検

を実施しました。

市内223か所のため池を緊急点検した結果、何らかの問題があるため

主な内訳は、水路など洪水吐に問題がある池が58か所、のり面に陥没

や亀裂があるなど堤体に問題がある池が48か所。今後、問題の有無に関

てい たい

わらず、策定中の新しいハザードマップにリスクを盛り込み、住民のみ

なさんに周知を図っていきます。

確な情報の取得」、災害の恐れがある

オや防災メールなどによる「迅速で正

避難計画」の作成をはじめ、防災ラジ

い浸水想定に対応していない場所もあ

避難場所」や「広域避難所」は、新し

これまで地域で指定した「緊急指定

ルの登録がお済みで無

問い合わせください。また、防災メー

貸与していますので、危機管理課へお

防災ラジオが無い家庭には、無償で

します。

りますので、自主防災会や地区まちづ
詳細な想定区域図面は、市ホーム
※

場合には安全に「早めの避難」をする
目指しています。

い方は、登録をお願い

■避難行動および防災情報の共有

ホームページでご覧いただけます。

ページの「防災情報」や県・国の

九州北部豪雨や西日本豪雨では、堤防が決壊して下流に大きな被害が

くり協議会と再検討していきます。

布を行っています。

ため池の緊急点検を実施しました

ことで、自然災害による死亡者ゼロを

市では、事前の準備として「家庭の

るよう、呼び掛けを行なっています。

けでは命を守ることができないため、

国や県は、堤防などのハード整備だ

■新たな洪水浸水想定への対応

の想定しうる最大規模の洪水浸水想定

いて、河川沿いなどに、

㌢ か ら５ ㍍

今回、河川を管理する国や県は、菊

で甚大な被害が発生しています。

大型化や記録的な短時間の大雨により、

問 危機管理課
（☎21-1131）

を示した区域図を公表しました。

30

ばき

池が123か所に上りました。

時間に約６２０ミリの降雨
想定しうる最大規模の洪水浸水想定
24

掛川市メール
マガジン

8

（☎21-1121）

有害鳥獣による農作物の被
害が後を絶ちません。市内全
体で、イノシシやハクビシン、
アナグマやカラスなどの捕獲
頭数は年々増加。中でもイノ
シシは全体の約 ％ と大部分
を占めています。
こうした状況から市では、
法律に基づき、中東遠地域で
は初となる「掛川市鳥獣被害
対策実施隊」を組織しました。

77

平成27年度

0

市は昭和 年から粟ヶ岳山
頂にある休憩所を今年度、全
面的に建て替えます。
新しい施設は、世界農業遺
産「静岡の茶草場農法」の地
から、世界文化遺産「富士
山」を望むことができるとい
うセールスポイントを生かし
ながら、風土や自然の象徴で
ある「かっぽし」をイメージ
した外観になります。

▲鳥獣被害対策実施隊のメンバー

平成30年度

平成29年度

平成28年度

■ 被害対策の勉強会などを開催
隊員は鳥獣被害対策の所管
課や狩猟免許を取得している
市職員 人。今後、県の研究
機関や猟友会と役割分担をし
ながら協働して、各地域で勉
強会や講習会を開き、有害鳥
獣の被害対策や防除への取り
組みの普及・啓発を行います。

28

120

100

80

60

40

20

■捕獲頭数が増加している
大須賀区域から開催
大須賀区域の捕獲頭数は平
成 年度が 頭、平成 年度
が 頭、平成 年度には 頭、
平成 年度では、７ 月末現在
で１０８頭となっています。
講師は実施隊員や県森林林
進め、依頼があれば順次市内
業技術センター職員などを予
各地区で開催していきます。
定しています。まずは啓発を

イノシシの捕獲頭数（大須賀区域）

99

29

▲外観のイメージとなった
「かっぽし」
▲粟ヶ岳山頂休憩所の完成予想図

地域環境を学習できるスペー
スになります。
建物の中間に位置する「グ
ラステラス」は、木や草花な
ど自然が体感でき、飲食や研
修の共有スペースにもなりま
す。

12

10

55

■２つの遺産が楽しめます
東棟１階の飲食スペースで
は、登山者の疲れを癒やすメ
ニューを提供。天気の良い日
は扉を大きく開放でき、室内
から雄大なパノラマが楽しめ
ます。
２ 階から、さらにらせん階
段を上がると「フジテラス」
と名付けられた眺望スペース
へ。世界農業遺産の茶畑風景
から駿河湾、世界文化遺産の
富士山までが見えるようにな
ります。
■研修やフィールドワークの
活動拠点に
西棟１階の多目的ルームは、
団体利用や研修・フィールド
ワークなどの活動拠点に。茶
草場農法や生物多様性などの
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9

32 27

30

中東遠管内で初の組織

鳥
（☎21-1147）

来年度はじめオープンに向け着工

問観光交流課

獣被害対策実施隊を発足
問農林課

ヶ岳山頂休憩所を建て替え

粟
Information

（☎21-1159）

v

イタリア（14位）

スコットランド（6位） v

ロシア（19位）

オーストラリア（5位） v

ジョージア（13位）

）は9月3日現在の世界ランキング

■販売期間

■購入方法

●第1次一般販売（抽選）

ラグビーワールドカップ2019™日本
大会公式チケットサイト（https：
//tickets.rugbyworldcup.com/）から購入

9月19日
（水）～11月12日（月）
●第2次一般販売（申込順）
平成31年1月19日（土）～

（☎21-1154）
主催 掛川市フラワーフェスティバル
実行委員会

ラワーフェスティバル

広げよう花の輪 つなげよう笑顔の和
「掛川市フラワーフェス
盆栽、園芸雑貨・用品、果

寄せ植え体験の参加者を募

物、野菜など

トとしては、県西部地域最大

集しています。詳しくは、市

ティバル2018」は、屋内

級のイベントです。市民・企

ホームページをご覧くださ

■募集しています!

業・行政の協働による花のイ

い。

で開催される花みどりイベン

ベントを通じて、①市民の憩

いの場づくり②花みどりの知

識や技術の向上③「花のまち

につなげるこ

｜

掛川」の発信

とを目的に開催しています。

花好きの方はもちろん、こ

れから花のある暮らしを始め

たい方にもお勧め。見て、体

験して、買って自宅で楽しめ

るイベントです。家族や友だ

ちを誘ってご来場ください。

■展示コーナー

催し物広場中央展示、ミニ

●特別講演会「花みどりのもつ力」
●講師 塚本こなみさん
（はままつフラワーパーク理事長、
メディアにも多数出演しています。）

ガーデン、コンテナガーデニ

※来場者にプレゼントあり（数量限定）

ング、盆栽・水石、生け花、

フラワーアレンジメント、

ハーバリウム、プリザーブド

フラワーなど

花苗の寄せ植え、生け花、

■体験コーナー

押し花、フラワーアレンジメ

ント、こけ玉、鉢へのお絵か

き、ハーバリウムなど

■販売コーナー

花苗、鉢花、切り花、ミニ

11/10日
（土） 午前9時～午後4時
11日
（日） 午前9時～午後3時
生涯学習センター（御所原）
※入場無料（雨天決行）

フ

大会チ

問維持管理課

TM

できますが、事前にID登録が必要です。
詳しくは同サイトをご覧ください。
※右の二次元コードを読み取
るとチケット購入ページが開
きます。ご利用ください。

19

日から、ラグビーワールドカップ2019

南アフリカ（7位）

9月

アイルランド（2位）

ケットの一般抽選販売が開始されています。

v

静岡会場（小笠山総合運動公園エコパスタジアム）は、日本

日本（11位）

代表戦のほか、南アフリカ代表戦、オーストラリア代表戦など

（

ラグビーワールドカップ2019™

世界強豪国の試合も開催されます。最後の抽選販売になります

9月28日（土）
午後4時15分～
10月4日（金）
午後6時45分～
10月9日（水）
午後4時15分～
10月11日（金）
午後7時15分～

会チケット一般抽選販売実施中!
ので、お忘れのないように、お申し込みください。

大

問スポーツ振興課

Information

10

（☎21-1109）

■家庭は子どもの基地
家庭の役割を考えてみよう
〜笑顔と会話があふれる子育てを〜

■とき
月

日㈯

午前9時〜
■ところ

時

分

【第一部】（午前9時〜）

作品の表彰
○実践発表

原坂一郎さん

※無料託児あり
希望する方は、

月

日㈮

○かけがわお茶の間宣言唱和

▶原坂一郎さん

子どもは伸びる（仮）」

演題「認めるだけで

（こどもコンサルタント）

○基調講演

【第二部】 （午前 時 分〜）

○市町対抗駅伝出場者壮行会

する市内の団体の活動紹介

家庭教育を支援

○世界一短いメッセージ優秀

郷土芸能部」

市民一人ひとりに教育の大切

年度から開催

参加をお待ちしています。

考えます。多くのみなさんの

インテーマに、掛川の教育を

今年度は「家庭教育」をメ

しています。

として、平成

で掛川市の教育を考える契機

信頼で結ばれ、市民総ぐるみ

や地域、学校が強い絆と深い

きずな

きっかけとして、また、家庭

さを考えてもらい行動する

大須賀中央公民館（西大渕）

11

○オープニング「横須賀高校

「かけがわ教育の日」は、

17

までに教育政策室へご連絡く

（☎21-6104）

11

ださい。

掛川市消防本部では、楽し

みながら学べるイベントとし

て「消防フェア2018」を
開催します。

消防車両の展示、ミニレス

キューや消防車からの放水な

ど「見る、体験する」が盛り

だくさん。ぜひ、ご家族でお

日㈯

越しください。
■とき
月

時〜午後2時

※駐車場からは徒歩でご来場

駐車場は、第一小学校グ
ランドを、雨天の場合は生
涯学習センターの駐車場を
ご利用ください。

中央消防署（掛川）

■ところ

午前

10 10

ください。

■対象

どなたでも（入場無料）

■見る

ポンプ車・救助工作車・救

急車などの展示、救助隊によ

る訓練披露、防火ポスター

展、火災予防映画の上映など

■体験する

防火衣を着て放水体験、救

助服を着てミニレスキュー、

AEDを使った救命法体験、

地震体験車で地震体験など

■遊ぶ・味わう

ミニ消防車への乗車、ふわ

ふわ遊具、焼き鳥、わたが

し、キッチンカーによる軽食

販売など
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11

11

あつまれ!みらいの消防士

か

けがわ消防フェア2018
問消防本部予防課

30
20

26

19

ぜひご参加を

子育て中のみなさん

問教育政策室

10

10

かけがわ教育の日

か
Information

消防団員の処遇

愛する地域のために
できることがある

消防団員募集

問
消防総務課
（☎21-6101）

受診されていない方は期間
受診しない場合は連絡を

がん検診 受け忘れていませんか？
市の検診は 月で終了です

6月から行われている市

※詳しくは、受診票に同封した案内をご覧ください。

受診票をお持ちの方で受

検診車

11

内に受診しましょう。

乳がん

中東遠
総合医療センター

の検診は、一部婦人科検診

検診車

活動に必要な被服一式の貸

市内指定医療機関

10/30（火）
まで
※予約は9月末で終了
10/31（水）
まで ※無料クーポンを
お持ちの方はH31/1/31（木）
まで
10/25（木）～12/13（木）
※完全予約制
H31/1/29（火）
まで
※11/30（金）
までに予約
10/25（木）～12/13（木）
※完全予約制

診しない場合は、その理由

中東遠
総合医療センター

受診期間

なお、今年度の検診申し

ところ

および特定健診・がん検診

【検査容器購入方法】
肺がん・結核検診会場受付、胃がん検診会場受付およ
び掛川医療センターで11/22（木）
まで購入できます。
（容器代410円）
【提出場所】
・12/7
（金）16：30までに掛川医療センター（玄関前専用
ポスト）
、大東支所、大須賀支所
・肺がん・結核検診会場
（受付時間内）

与のほか公務災害補償、退職

13：00～14：00

と来年度の受診票送付希望

11/7（水）

込み受け付けは終了しまし

13：00～14：30

月に終了

けい

子宮頸がん

11/1（木）

同時実施を除き

検診名

掛川医療センター
（御所原）

の有無をご連絡ください。

大腸がん

8：30～9：30

た。来年度の検診申し込み

骨粗しょう症

11/2（金）
11/6（火）
11/9（金）
11/13（火）
11/16（金）

徳育保健センター

します。受診票（大腸がん

肝炎ウイルス

予備日
①12：00～13：30
①11/2（金）
② 9：00～10：30
②11/5（月）

は1月から受け付けを開始

前立腺がん

ところ

検診の場合は検査容器）を

胃がん

受付時間

します。

肺がん・結核

日程

お持ちの方で、今年度まだ

検診名

倒壊家屋救出訓練の様子

報償金、報酬、手当などを支

給します。

大規模災害を想定した総合防災訓練

消防団員の役割

団員は、「自分たちのまち

は自分たちで守る」という郷

土愛の精神に基づき、地域の

安全と安心を守る非常勤の地

方公務員です。

普段は、仕事などに従事し

ながら、火災や災害時に活動

します。

消防団員の活動紹介

火災時の消火活動に加え、

花火教室などの防火指導や地

区内のパトロール、水防活動

などを行っています。

また、災害に備え倒壊家屋

からの救出を想定した訓練

や、大規模災害を想定した、

事業所組合との連携訓練など

を実施しています。

入団条件

市内に居住または勤務する

歳以上の健康な方であれば、

どなたでも入団できます。
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11

問
健康づくり課
（☎23-8111）

12

すてきな出会い を図書館で

かけがわ図書館フェスティバル2018 10/27（土）～11/4（日）

フェスティバル

イベント一覧

■印は直接会場へ、★印は申し込みが必要

中央図書館イベント
10/27（土）

10：00～15：00

■音訳ボランティアサークル声
広報かけがわ公開録音

14：00～16：00

■名曲鑑賞会

9：00～12：00
10/28（日）

10/31（水）

11/1（木）

11/2（金）

11/3（土・祝）

（☎24-5921）

■歴史講演会「ミリ飯と歴食」

10：30～11：30
13：30～15：30

★手作り講座「ペーパーフラワーの
ボックスアレンジ」

15：00～16：00

■ひまわり よみきかせ会・工作

9：40～16：20

■名作映画劇場（2本立て）

13：30～15：30

■古典を学ぶ会
公開講座「おくのほそ道」

10：00～13：30

■名作映画劇場

13：30～16：30

■いちご句会

10：30～12：00

■こどもビブリオバトル
（発表者は要申し込み）

15：00～15：30

■ポラリス ブラックシアター

公開俳句会

たこ

大東図書館イベント
10/25（木）

9：00～19：00

11/3（土・祝） 10：30～11：10

と き
ところ
内 容

10月27日（土）12：00～16：00
大東図書館
よみきかせ、工作、人形劇、パネ
ルシアター、大型紙芝居など
市民グループのみなさんが、さまざまな
催し物を用意してお待ちしています。ご家
族でどうぞ。
スケジュールは図書館のホームページを
ご覧ください。

■「おにのパンツ」のおはなし会

郷土ゆかりの部屋「葛と、織る!編む!」

10/27（土）～11/4（日）

みちくさ句会 短冊展

10/28（日）～11/4（日）

布であそぼうコーナー

くず

（☎48-5269）

10/27（土）

15：00～15：30

■若草「正坊とクロ」の朗読会

10/28（日）

13：30～14：15

■こすもすの会

人形劇ほか

ハロウィンハウス
このゆびと～まれ 展示
「絵本のある情景」

10/27（土）～11/4（日）

みんなで貼り絵を完成させよう
図書館でがんばった本の表彰式
古本市
ひとりでちょうせん!
今日一句会 短冊展など

11/2（金）～11/7（水）

大須賀書道連盟作品展

11/3（土・祝）
・4（日）

大須賀郷土研究会 郷土資料展
※最終日は午後3時まで

KOHO KAKEGAWA 2018.10

こどもとしょかんまつり

★ぬいぐるみのおとまり会

10/20（土）～H30/1/20（日）

10/26（金）～11/28（水）

図書館が
さまざまな「すてきな出会い」の場になるように
秋の読書週間に合わせて、10月27日から11月4日
まで「かけがわ図書館フェスティバル2018」を
開催します。

（☎72-1143）

高天神におすすめ本の旗印を立てよう!

10/13（土）～11/4（日）
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「こどものあそび」凧とめんこの展示、
俳句会の作品展示など

10/20（土）～11/29（木）

大須賀図書館イベント

本との出会い
人との出会い
そして、新しい自分との出会い

ハイレゾ特集

■おはなしのたね掛川
ストーリーテリング

10/27（土）～11/4（日）

問中央図書館（☎24-5921）

パネルシアターを楽しむ子どもたち

絵本の向こうに日本が見える
講 師 アーサー・ビナード 氏
と き 11月4日（日）13：30～15：00
ところ 中央図書館会議室B
定 員 先着100人
申込方法 10月10日（水）9：00～
電話または来館で申し込み。※10日・11日
は蔵書点検期間のため電話のみ
内 容
アメリカ生まれの詩人アーサー・ビナード
氏に、この列島の言葉とこれからについて
語っていただきます。※託児あり（要予約）

～みんなでシティプロモーション～

掛川はフルーツの宝庫

かけがわ
再発見
磨き上げ

市の特産物と聞くと「お茶」をイメージしますが、
実は掛川はフルーツ王国でもあるのです。
冬も雪が降らず、全国平均を上回る日射量。南は海
に臨み、小笠山のふもとの穏やかな平野と、先人たち
が守ってきた豊かな里山は、多くの種類の果実を実ら
せます。
今回は生産者の情熱のこもった、食べておいしい、
体にうれしい掛川産フルーツをご紹介します。

Vol.10

問シティプロモーション課（☎21-1123）

メロン

スイカの3倍近いカリウムを含むメロン

イチゴ

静岡県は古くからイチゴの産

は高血圧やむくみの緩和効果がありま

地として有名ですが、掛川市も

す。また、GABAが含まれているため、

昭和初期より栽培を開始。甘み

ストレスを和らげる効果があると

と酸味のバランスが良く生ク

言われています。

リームとの相性も良い

種まきから収穫まで約120日。

「紅ほっぺ」中心に、酸

一株に最良の実を1つだけ残し、

味が少なくとても甘い

1個のメロンに全栄養がいくよう育

「章姫」などが作られて

てられます。東京の有名果物店や高

います。品評会でも多く

級ホテルにも出荷されています。

の賞を獲得するほど、品質の良さが評価されています。

ブドウ

キウイフルーツ
ビタミンCがレモンの2倍。ミネラ

動脈硬化予防に効果のあるポリ
フェノールや、エネルギー源となる

ル、食物繊維、タンパク質分

ブドウ糖が多く含まれ、疲労回復に

解酵素が豊富。美容と健康に

効果のあるブドウ。

最適なフルーツです。
市内には80種類700本

8月上旬から9月下旬
に巨峰やシャインマス

ものキウイを育てる

カットなどが楽し

日本最大の観光農園

めるブドウ農園が

があり、1年中楽しむ

あります。

ことができます。

イチジク

クリ

ナシ

カルシウム、鉄分などのミネラル

掛川はクリ栽培がとても盛んです。

カリウムや食物繊維、アスパギン

を多く含む、美容、健康に良いアル

生産者は約200人。品種は国見、有

酸など多くの栄養素が含まれている

カリ性食品です。食物繊維が豊富

磨、銀寄、利平、筑波など。集荷され

ナシ。整腸作用や夏バテ効果があり

で、整腸効果もあります。高級フレ

たクリは県内の多くのお菓子屋さんで

ます。市内には荒廃農地約5千平方㍍

ンチ料理に登場するほど注目され、

おいしいお菓子に生まれ変わっていま

を切り開きナシ農園をオープンさせ

市内のスイーツ店

す。近年はクリ焼酎も開発されていま

た県内最大規模の観光農園があり、9

す。

月初旬からナシ狩り

で出されるイチ
ジクタルトは

が楽しめます。

絶品です。
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中東遠総合
医療センター

小笠袋井
薬剤師会
小笠掛川
歯科医師会

〜十分な睡眠が取れていますか?〜

睡眠不足が起こす問題

スへの抵抗力も落ちたりするため

す。また、イライラしたり、ストレ

べ過ぎてしまうことが分かっていま

活のリズムを整えたり、寝る前にリ

このようなことが続くときは、生

きられない

時間に眠れず、起きたい時間に起

眠りたい

に、過食または食が細くなるなど体

ラックスした時間を作ったりしてみ

睡眠覚醒のリズムの乱れ

健康のために十分な睡眠はとても

調を崩しやすくなりがちです。実際

ましょう。頭痛や眠気がひどいよう

れ、食欲が高進してしまうために食

重要です。良い睡眠は体や心の疲労

に慢性的な寝不足状態にある方は、

なときは、薬局などで相談してみる

睡眠不足はホルモンバランスや

回復に役立ち、逆に睡眠不足は記憶

糖尿病や心筋梗塞、狭心症などの冠

自律神経機能にも影響

の定着を妨げたり、集中力の低下や

のも良いと思います。

と言われています。男女の比較で

較したとき、最も短いのではないか

す。人間は眠っている間に深い眠り

けでなく、睡眠の質も関係してきま

睡眠不足は寝ている時間の長さだ

ごしましょう。

睡眠をきちんと取って、健康で過

動脈疾患といった生活習慣病にかか
りやすいことが明らかになっていま

免疫力の低下を招いたりします。
日本人、特に子どもたちや働き盛

は、女性は家事や育児などに費やす

と浅い眠りを繰り返しています。こ

す。

時間がさらに睡眠時間を削ることに

れがしっかりできていないと、睡眠

りの方の平均睡眠時間は、海外と比

なり、慢性的な睡眠不足となってい

時間が十分にあっても脳や体が休め

寝付きが悪い、早くに目が覚
十分な睡眠時間があるのに
ずっと眠気が取れない

過眠

めてしまう

不眠

睡眠に問題がある人の症状

ていないということがあります。

ます。
慢性的な睡眠不足は、日中の眠気
や集中力の低下を招くだけでなく、
ホルモンバランスの乱れや
自律神経機能にも影響が出
ることが知られています。
例えば、数日寝不足が続く
と食欲を抑える働きをする
ホルモンの分泌が抑えら

KOHO KAKEGAWA 2018.10
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小笠
医師会
掛川市
介護支援専門員
連絡協議会

小笠袋井薬剤師会 その45
（☎22-7120）

平日夜間・休日の救急診療はまず

N

小笠掛川急患診療所

掛川駅

受診前に
連絡を!

希望の丘内・中部ふくしあ2階（入口別）
（ところ：杉谷南1-1-30、☎61-1299・FAX61-1400）

東名掛川IC
東名高速道路

※急病以外は、通常の診療時間内に開業医を受診してください。
※急患診療所では、交通事故と労災の診察をお受けできません。

月～金曜日（平日夜間）●受付時間 19：00～21：30

東名掛川IC

診療科：内科、小児科

土曜日

希望の丘

県立掛川特別支援学校
掛川東
病院

※急患診療所は休み・市内の開業医へ

診療案内 中央消防署（☎21-0119）、市役所日直（☎21-1111）

広場

保育園

日曜日・祝日 ●受付時間 9：00～11：30、13：00～16：30
診療科：内科、小児科、外科、歯科（午前のみ）

小笠掛川急患診療所

各医療機関の診療案内は平成30年7月号折り込みの「保存版」
または市ホームページ「救急医療」で検索

静岡こども救急電話相談

＃8000

急な発熱や病気、けがで夜間または休日に受診を迷った
とき、まずはお電話を。保健師や看護師が相談に応じます。

特別養護
老人ホーム

（受付2階）

■固定電話（プッシュ回線）・ 携帯電話 ⇒☎#8000
■固定電話（ダイヤル回線）・IP電話 ⇒☎054-247-9910
平日 18：00～翌朝8：00／土曜 13：00～翌朝8：00
日･祝 8：00～翌朝8：00

※中東遠総合医療センター（☎21-5555）の救急医療は、入院や手術の必要な重症患者を中心に行っています。

11月の子育て・健康案内
・健診、講座の問い合わせ
健康づくり課（☎23-8111）
・子育てコンシェルジュへの相談 こども政策課（☎21-1211）

事業名称・受付時間 日 曜

健診・相談・予防接種
説明会
9：15～9：30

保健師・栄養士だより
スポーツの秋

体を動かしましょう！

「スポーツの秋」ということで、これから運動を始め
ようと考えている方、道具も不要で手軽に始められる運
動として「ウォーキング」がお勧めです。今回は、知っ
ているようで知らない、ウォーキングのポイントをご紹
介します。
①視線は遠くに、あごを引く
②背筋を伸ばして胸を張る
③腕は前後に大きく振る
④歩幅を広げることを意識する
⑤膝を伸ばしてかかとから着地をする
まずは無理のない範囲で始め、慣れてきたら1日に30
～40分を目安に取り組みましょう。家族や友達と一緒に
紅葉など秋の風景を楽しみながら、体を動かしてみませ
んか。

6か月児健康相談
9：15～9：45

1歳6か月児健康診査
13：00～13：30

2歳2か月児
健康診査

徳育：徳育保健センター（御所原）
大東：大東保健センター（三俣）
対

象

1 木 平成30年 9月出生児

会場
徳育

7 水 平成30年 4月 1日～10日出生児
14 水 平成30年 4月11日～20日出生児

徳育

15 木 平成30年 4月21日～30日出生児
6 火 平成29年 4月 1日～10日出生児
16 金 平成29年 4月11日～20日出生児

徳育

19 月 平成29年 4月21日～30日出生児
7 水 平成28年 8月 1日～10日出生児
14 水 平成28年 8月11日～20日出生児

徳育

13：00～13：30 15 木 平成28年 8月21日～31日出生児

3歳児健康診査
13：00～13：30

5 月 平成27年10月 1日～15日出生児

徳育

9 金 平成27年 7～10月出生児

大東

13 火 平成27年10月16日～31日出生児

離乳食教室

（もぐもぐごっくん教室） 21 水

9：15～9：30

パパママセミナー（両親育児編） 30 金
13：15～13：30

徳育

生後4～8か月児の親
（予約制）

徳育

出産を控えた夫婦
（予約制）

徳育

●各健診とも、上記日程で都合のよい日に受けてください。
●赤ちゃんの身体測定は、徳育保健センターの開館日午前9時～午後4時
に、いつでも身長や体重を測ることができます。
※転入された方へ 高校3年生以下の子どもがいる保護者で、まだ予防接種
の手続きが済んでいない場合は、母子健康手帳を持っ
て徳育保健センターへお越しください。
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図書館へ行こう

11月

市立図書館

お薦めの1冊を
紹介します

40
BooKリレー○

『井上靖の浜松時代と作品の世界』

■中央図書館（☎24-5921）
午前9時～午後5時（水・木曜日は午後7時まで※）
11月の休館日：毎週月曜日、30日（金）

これまであまり知られてい
なかった 浜 松での2 年余りの
少年時代を中心に、浜松や掛
川などが舞台の作品を紹介し
ています。高天神城や松本亀
次 郎 碑との 縁 や、伊豆、静 岡
在住時代にも触れています。
浜 松 が 作 家 井上 靖 の 原 点 で
あったことを感じていただけ ▲和久田雅之さん
れば幸いです。
（上内田）

■大東図書館（☎72-1143）
午前9時～午後5時（木曜日は午後7時まで※）
11月の休館日：毎週月曜日、23日（金・祝）、30日（金）
■大須賀図書館（☎48-5269）
午前9時～午後5時（金曜日は午後7時まで※）
11月の休館日：毎週月曜日、23日（金・祝）、29日（木）
※祝日は午後5時まで

ワクワク・ドキドキ♪ 今月紹介する話題の本
民俗に学んで
六〇年

ぼくのネコが
ロボットになった

福田アジオ/著
（大河書房）

佐藤まどか/作
（講談社）

現代を代表する民俗学者がこれまで
に書いてきた、研究に関する短文や
人との縁に関する文章をまとめた
本。著者は掛川東高に勤務していた
こともあり、掛川での思い出をつ
づった文章も収録されています。

卓がとてもかわいがっているネコの
ポロが、重い病気になってしまいま
した。ポロの死を受け入れられない
卓に、お父さんはある提案をしま
す。それはネコ型ロボットの人工知
能に、ポロの心を移すという案で…?

催

し物・展示

10月27日（土）～11月4日（日）

本のよみきかせと楽しい手遊び

対 象：乳幼児と保護者
中 央：11月 2日・9日（金） 午前10時30分～11時
大 東：11月 2日・9日（金） 午前10時30分～11時
大須賀：11月 16日（金）
午前10時30分～11時
※
のおはなし会では子育てコンシェルジュが
育児相談などを行っています。

よみきかせ会 ひまわりのおはなし会
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中

央：毎週水曜日

午後3時～

雪の下のあなのなかでじっとしている
「わたし」。森の雪がまだらになる
と、そろそろだれかをしっぽまでたべ
たいきもち…。詩人のアーサー・ビ
ナードさんと絵本作家の田島征三さん
による、躍動感あふれる絵本。

※詳しくは
13ページ参照

■「明治150年 そうだ、松ヶ岡を見に行こう」 中央
～掛川藩御用達であった山﨑家の住宅（松ヶ岡）を紹介～
期間：11月6日（火）午後1時～8日（木）
■税に関する小中学生の作品展示 中央
期間：11月10日（土）～18日（日）
■高校生のおはなし会 中央
～掛川西高校演劇部の生徒さんによる よみきかせ～
とき：11月18日（日）午前10時30分～11時
■「かけがわ教育の日」展示 大須賀
期間：11月18日（日）～12月7日（金）※最終日は正午まで
■ラグビー関連展示 中央
期間：11月21日（水）～12月7日（金）

絵

アーサー・ビナード/文
田島征三/絵
（くもん出版）

市内32か所へ！ 移動図書館

★は各館へ申し込み、■は直接会場へ

図書館フェスティバル2018

わたしの
森に

小学校、公民館、農協などを巡回しま
す。日程は図書館へ問い合わせるか、
図書館ホームページをご覧ください。

北部
おおぞら号

南部
コスモス号

絵本のよみきかせと簡単な工作
対 象： 幼児から小学校低学年
中 央： 11月10日・24日（土）午後3時～3時30分
大 東：11月 3日（土・祝）
・17日（土）午前10時30分～11時
大須賀：11月10日・24日（土）午後3時～3時30分

おすすめ絵本の紹介「え（ほ）んむすび」
対
中

象：家庭でよみきかせをしたい方
央：11月16日（金）午前10時30分～11時

事業名
市民参加劇、限定上演!
ふじのくに野外芸術
フェスタ2018in掛川
文化振興課（☎21-1126）

とき・ところ

対象・参加料

①10/13（土）13：00開演
②10/14（日）13：00・15：30
どなたでも
開演
入場無料
大日本報徳社（掛川）
※トークイベント
両日13：45～

もり
10/13（土）8：30～10：30
どなたでも
潮騒の杜育樹祭
※雨天決行
維持管理課（☎21-1154） 沖之須地内の海岸防災林 参加無料

しお さい

内容・申込方法など
掛川のまちがステージに。広場
や路上など身近な場所でアート
に出会えるフェスタ。国の重要文
化財を舞台に、SPAC-静岡県舞
台芸術センターの俳優や市民に
よるオリジナル野外劇が行われます。
直接会場へ
海岸防災林をみんなの手で育成しましょう。
持ち物 帽子、タオル、軍手、飲み物、鎌などの草刈り
道具（草刈り機は使用できません）
直接会場へ

ローマ字入力と タイピングの基礎とインターネット検索の方法を学
やさしいパソコン講座
10/17（水）9：30～11：30 マウスの操作が びます。パソコンは市役所で用意します。
IT政策課（☎21-1341） 市役所4階会議室6
10/12（金）までに電話で申込（申込多数のとき
できる方 4人
は抽選）
受講無料
①掛川市将棋交流大会
②将棋講座&指導会
文化振興課
（☎21-1126・FAX21-1165）
日本将棋連盟掛川支部・中山
（☎090-5869-6505）

2018かけがわ健康フェア
健康づくり課
（☎23-8111）

10/20（土）
① 9：30～15：00
②13：00～15：00
たまり～な（満水）

①A・B・C・初級の4クラスで開催
①一般2,000円、
②講師は日本将棋連盟のプロ棋士2人を予定
高校生以下1,200円
①直接会場へ②10/9（火）までに申込書を市役所3
（昼食代含む）
階文化振興課へ直接提出または郵送（〒436-8650
②小中高生25人
長谷1-1-1）、FAX、メール（culture@city.kakegawa.
参加無料
shizuoka.jp）で申込（申込多数のときは抽選）

10/21（日）10：00～15：00 どなたでも
徳育保健センター（御所原） 入場無料

浜松聴覚特別支援学校
ろう

10/30（火）9：00～12：15
（浜松聾学校）学校公開
70人
浜松聴覚特別支援学校 浜松聴覚特別支援学校
入場無料
（浜松市中区）
（☎053-471-8197）
hamarou.hamamatsu-sd@edu.pref.shizuoka.jp
11/2（金）～4（日）
菊文化をもっと身近に
9：00～16：00
掛川市菊花展
（最終日は15：00まで）
維持管理課（☎21-1154）
三の丸広場（掛川）
第九夜 月夜の煎茶会
11/3（土・祝）
掛川茶振興協会
（お茶振興課内☎21-1216・ 18：00～20：45
掛川城御殿（掛川）
FAX21-1212）
ocha@city.kakegawa.shizuoka.jp

今年はこども忍者学校や高校
生による親子遊びなども行い
ます。このほか、健康測定（血
管 年 齢 、骨 密 度 、肌 診 断 な
ど）、歯科検診、各種相談（健
康、栄養、介護、産後の体調など）、排せつケアやス
トレッチ講座、脳トレ体験、がん予防啓発コーナー、
色彩心理診断など。試供品のプレゼントもあります。
直接会場へ
授業参観、児童生徒との交流、個別の相談など
10/18（木）までに氏名、所属（または住所）、電
話番号、駐車場と手話通訳希望の有無を明記し、ハ
ガキ（〒433-8123浜松市中区幸3-25-1）または、
メールで申込（申込順）

どなたでも
入場無料

市民のみなさんが丹精込めて育てた満開の菊の花
をお楽しみください。菊花などの即売もあります。
直接会場へ

どなたでも
500円/人
（事前申込者
300円/人）

春の月夜の茶摘み会で摘み取った「満月煎茶」の呈
茶、氷出し茶の試飲、お茶鑑定、ピアノやフルートの
生演奏を楽しめます。あんどんで照らされた御殿内
で、普段では味わうことができない一杯をどうぞ。
駐車場は中央図書館をご利用ください。
直接会場へ（事前申込は代表者の氏名、住所、電
話番号、参加人数を電話、FAXまたはメールで申込）

11/3（土・祝）
・4（日）
どなたでも
9：00～16：00
入場無料
（4日は14：30まで）
大須賀中央公民館（西大渕）

大須賀区域の学校や住民と連携しながら、講座や教
室、趣味などの幅広い活動の成果を、作品展示やス
テージ発表で披露。無料映画上映もあります。
直接会場へ

e～ら、ふるさとinおおすか 11/4（日）9：00～14：30
大須賀市民交流センター・ どなたでも
実行委員会事務局
中央公民館・支所敷地内 入場無料
（大須賀中央公民館内
（西大渕）
☎48-1012）

大須賀区域で活動する各種団体の展示・体験・販売
コーナー、もち投げ、ステージ発表など子どもから
大人まで楽しめる盛りだくさんの内容です。
直接会場へ

どなたでも
11/4（日）9：30～12：00
20人
環境資源ギャラリー（満水）
参加無料

廃油を利用した固形せっけん作りと施設見学
持ち物 空のペットボトル1本（500㍉の炭酸飲料
のもの）、手袋、マスク、タオル、レジ袋、あれば廃
油、牛乳パックやプラスチック容器
10/12（金）～25（木）までに電話で申込（申込順）

フェスタおおすか
大須賀中央公民館
（☎48-1012）

廃油せっけん作り方教室
環境資源ギャラリー
（☎23-2273）
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事業名
ビジネスチャンス相談
産業労働政策課
（☎21-1125）

とき・ところ
11/10（土）
・25（日）
9：30～16：30
中央図書館（掛川）

対象・参加料

市内在住または市
内在勤（在学）の方
各4人
相談無料

11/10（土）10：00～12：00 どなたでも
医療市民講座
中東遠総合医療センター 中東遠総合医療センター 200人
受講無料
（菖蒲ヶ池）
（☎21-5555）

内容・申込方法など
起業を考えている方、経営でお悩みの方の相談に
応じます。
電話で申込（申込順）
①「肝臓がんにならないために!～ここまで治るよう
になったC型肝炎」②「不整脈の治療のお話」
③「（仮）皆さまの健康づくりのお手伝い～20分で
わかるあなたに合った人間ドック～」
中東遠総合医療センタースタッフがお話しします。
直接会場へ

一般市民や聴覚 要約筆記に興味のある方大歓迎。難聴者の体験発
11/10（土）、12/12（水）
障がい者やその 表や聴覚障がい者の基礎知識、要約筆記の基礎な
要約筆記入門講座
13：00～16：00
家族 各10人 どを勉強します。
福祉課（☎21-1215）
あいり～な（掛川）
受講無料
電話で申込（申込順）
農業体験 収穫祭
たまり～な
（☎24-2722）

どなたでも20人
はんごうを使ってお米を炊きます。焼き芋や豚汁も
11/10（土）13：00～15：00
（小学3年生以下
予定しています。
※雨天中止
は保護者同伴）
前日までに電話で申込（火曜休館）
たまり～な（満水）
500円

11/10（土）10：00～15：00
カリヨン祭
※雨天決行
どなたでも
東海アクシス看護専門学校
東海アクシス看護専門学校 入場無料
（☎0538-43-8111）
（袋井市）

妊婦体験、車いす体験、もく浴や抱っこなどの子育
て体験、身体計測のほか、模擬店やスタンプラリー
なども楽しめます。
直接会場へ

11/11（日）
世界糖尿病デー
①13：30～15：00
どなたでも
講演会&健康チェック
②15：00～16：00
80人
健康づくり課
（受付13:00～）
入場無料
（☎23-8111・FAX23-9555）
徳育保健センター（御所原）

①講演「今日から実践!糖尿病予防の食事のコツ」
（管理栄養士）、軽運動「意外と知らない!?効果的な
運動方法」
（理学療法士）、②血糖値測定、医師の相
談（希望者のみ）。運動できる服装でお越しください。
11/8（木）までに、電話またはFAX（「糖尿病イベ
ント参加」、住所、氏名、連絡先を明記）で申込（申込順）

池田清彦氏講演会
産業労働政策課
（☎21-1125）

11/13（火）18：30～
どなたでも
（開場18：00～）
入場無料
文化会館アエル（菊川市） （要整理券）

テレビ番組「ホンマでっか!?TV」でおなじみ、池田
わ

清彦さんによる講演「やがて消えゆく我が身なら
～生きにくい世の中を、快適に過ごすヒント～」
10/15（月）から整理券配布（申込順・枚数制限あり）

この時季に楽しめるお花の寄せ植えを学びます。
11/17（土）13：30～15：00 一般15人
寄せ植え教室
11/4（日）までに電話または来館で申込（申込
千浜農村環境改善センター 千浜農村環境改善センター 2,200円
（材料費含む） 順・月曜休館）
（千浜）
（☎72-5028）

★事業の詳細は、各連絡先にお問い合わせください。
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ふれあいフェスタ
掛川特別支援学校
（☎29-6791）

11/17（土）10：00～14：00
掛川特別支援学校
（杉谷南）

光る子まつり
袋井特別支援学校
（☎0538-43-6611）

11/17（土）9：30～14：00
どなたでも
袋井特別支援学校
入場無料
（袋井市）

きずな

親子の絆づくりプログラム
（全４回）
くらみ子育て支援事業所
パンダひろば
（☎28-0546）

11/21・28、12/5・12の
水曜日
13：30～15：30
徳育保健センター（御所原）

音楽会の日
①楽器体験コンサート

どなたでも
入場無料

6/21～9/21生
まれの第1子と
母親で全4回参
加できる方
15組
1,000円（4回分）

①小学生10人
11/23（金・祝）
（保護者付添い可）
バ ブ
①10：00～11：30
②どなたでも
②BABによるコンサート ②14：00～15：00
25人
吉岡彌生記念館
吉岡彌生記念館（下土方）
参加無料
（☎74-5566）
静岡県屋外広告物講習会 12/4（火）9：00～16：40
静岡県産業経済会館
県袋井土木事務所
（静岡市葵区）
（☎0538-42-3292）

KOHO KAKEGAWA 2018.10

午前は学習発表会や作業実演で、日ごろの成果を
披露します。午後はバザーと掛川西高校吹奏楽部・
音楽部のコンサートを予定
直接会場へ
小学部児童による屋台引き回し、中学部・高等部の
作業学習の製品販売、作品展示を行います。バザー
や喫茶コーナーもあります。
直接会場へ
生後2～5か月児とはじめてマ
マのためのプログラムです。育
児の知識やスキル、親の役割
などを学んだり、参加者同士で
育児の話しをしたりします。
平日9：00～14：00に電話で申込（申込順）
フルート、ヴァイオリン、コントラバス、カホンで構成
されたユニット「BAB」を招き、2つのコンサートを
開きます。①本物の打楽器でBABと演奏しよう。
②BABがアレンジした音楽を一緒に楽しもう。
電話で申込（申込順）

県屋外広告業登録制度における業務主任者資格です。
屋外広告業を営
申請書を県ホームページまたは県土木事務所窓
もうとする方
口で入手し、10/31（水）までに直接提出または郵
3,900円（手数料）
送（〒437-0042袋井市山名町2-1）で申込

公立森町病院からお知らせ
10月から深夜救急受診を制限

10月15日～21日 行政相談週間
19日（金）特別相談を開設

民生委員が戸別訪問
高齢者の実態把握調査

10月1日から救急医療の提供体制
を変更します。みなさんのご理解とご
協力をお願いします。
■深夜（午後10時～午前6時）
・救急受診できません。直接来院して
も同様です。
・症状に不安の患者は、お問い合わ
せください。看護師が相談に応じ
ます。その結果、救急受診の必要
があり、当院で継続治療中の方は
入院を前提に受診できます。
■土日・休日の午前8時～午後5時
・変更ありません。

国の仕事や手続き、雇用、年金、登
記、河川、道路などのサービスについ
て、行政相談委員が無料で相談に応じ
ます。
委員は総務大臣が委嘱する民間の
ボランティアで、秘密は厳守されま
す。お気軽にご相談ください。
10月相談日（各日午後1時～4時）
・12日（金）市役所4階会議室
・19日（金）市役所4階会議室
・26日（金）大須賀支所多目的ホール
（西大渕）

下記対象者のお宅を民生委員が訪
問し、実態把握調査を行います。
生活状況を伺いながら、救急医療
情報キットの配布と地域見守り活動へ
の意思確認を行います。
期間 10月～11月末
対象 昭和12年4月2日～昭和13年
4月1日生まれの独居・高齢者のみ
世帯（施設入所者は除く）

台風・大雨・天候情報を入手
県防災サイトサイポスレーダー

税制や融資で優遇措置を受けてい
る認定長期優良住宅にお住まいの方
は、維持保全に関する記録を保存・作
成することが定められています。
下記対象住宅の中から無作為に抽
出された方に報告を依頼しますので、
ご理解とご協力をお願いします。
対象 平成24年10月～平成25年3月
に工事が完了した住宅
提出期限 11月16日（金）

公立森町病院（☎0538-85-2181）

知っていますか?建退共制度
（独）
勤労者退職金共済機構
建退共 静岡県支部
（☎054-255-6846）

建退共制度は、中小企業退職金共
済法に基づき、建設現場労働者の福
祉の増進と建設業を営む中小企業の
振興を目的に創設された退職金制度
です。
労働者が建設業界で働くことを辞
めたとき、建退共から退職金が支払わ
れます。掛け金は事業主負担ですが、
法人は損金、個人では必要経費とな
り、税法上全額非課税です。
加入できる事業主 建設業を営む方
対象の労働者 建設業の現場で働く方
掛金 日額310円

伝言板

シティプロモーション課（☎21-1123）

県土木防災課（☎054-221-2249）

県が運営する地域密着型防災サイ
ト「サイポスレーダー」は、雨量や水
位、土砂災害警戒情報、河川監視カメ
ラの映像などを見ることができます。
県内全域のほか、地域の情報も提
供していますので、台風や大雨では早
めの避難行動にご活用ください。
サイポスレーダー 検索

ひ もん や ぼり

都市政策課（☎21-1152）

商工まつりで一部交通規制
JR掛川駅北側の市街地

11月3日（土・祝）午前9時～午後3時
15分まで、掛川商工まつりのため一部
（駅北側商店街）で交通規制します。
とき・ところ

10/20（土）～28（日）
9：00～17：00
文化会館シオーネ（大坂）

10/27（土）9：00～14：30
葛川祭
掛川工業高校（☎22-7255） 掛川工業高校（葵町）
きんぎょの品評会
佐藤（☎22-3570）

認定長期優良住宅の維持
保全状況に関する抽出調査

掛川商工会議所（☎22-5151）
産業労働政策課（☎21-1125）

モバイル版

対象・参加料

10/14（日）①9：00～②10：00～ どなたでも
毛細血管観察会
NPO法人国保ヘルスアップ事業 ③11：00～各1時間
各10人
支援協議会（☎053-585-3555） 生涯学習センター（御所原） 1,000円
第8回大東碑文谷彫習作展
宮本（☎22-5288）

健康長寿課（☎21-1142）

10/28（日）10：00～
掛川ボデー工業内（満水）

内容・申込方法など
自分の毛細血管の形や色を観察して、自分
の健康状態を知り、生活習慣を見直します。
電話で申込（申込順）

どなたでも
入場無料

板や箱を彫って、彩色する珍しい工芸絵画
で、70点展示します。
直接会場へ

どなたでも
入場無料

展示、招待試合、ステージ発表など。駐車場は
ありません。公共交通機関をご利用ください。
直接会場へ

どなたでも
入場無料

県内外の金魚（らんちゅう）の愛好家が自慢
の魚を出品します。
直接会場へ

掛川市文化協会
①一般市民
①10/28（日）10：00～15：00
①市民茶会
茶券1,300円
掛川城御殿（掛川）
②俳句のつどい
（3枚付き）
②11/20（火）12：30～
①茶道部・藤田（☎22-4691）
②どなたでも
生涯学習センター（御所原）
②俳句部・岡上（☎24-5094）
1,000円

①煎茶（掛川茶）と抹茶を選べます。国の重
要文化財で茶会をお楽しみください。
②講演会講師は吉住達也さん。当日投句2句。
①は直接会場へ②は10/19（金）必着で
郵送（〒436-8650文化協会事務局宛）で申込
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中東遠総合医療センター
点検のため一部停電

交通事故の補償でお困りの方
紛争処理センターがお手伝い

中東遠総合医療センター管理課
（☎21-5555）

（公財）交通事故紛争処理センター
静岡相談室（☎054-255-5528）

検査機器などの電気設備法定点検
を行うため、一部停電します。救急診
療は通常通り行いますが、いつもより
もお待たせすることがあります。
エレベーター、
トイレ、照明などの
使用を制限しますので、ご理解とご協
力をお願いします。
とき 10月28日（日）午後0時30分～
3時（予備日11月4日（日））

自動車事故の被害にあい、示談をめ
ぐる損害賠償でお困りの方へ、セン
ターの弁護士が中立・公正な立場で当
事者間の紛争解決をお手伝いします。
被害者本人が法律知識がなかった
り、交渉に不慣れだったりしても、法律
の専門家を活用することで、早期に紛
争解決を図ることができます。セン
ターでの弁護士費用は、解決するまで
一切かかりません。

22世紀の丘公園「たまり～な」
館内点検で3日間休館

労使間トラブル解決をお手伝い
西部県民生活センター
（☎053-452-0144）

たまり～な（☎24-2722）

館内点検のため10月15日（月）～
17日（水）は休館します。

労働条件をめぐるトラブルを解決
するため、県労働委員会の「あっせ
ん」制度をご活用ください。公益、労
働者、使用者の立場を代表する3人の
委員が、話し合いによる解決をお手伝
いします。

国民健康保険税第4期、
市県民税第3期
納期限は11月5日（月）です
納税課（☎21-1206）

市役所、支所、市指定金融機関など
のほか、コンビニエンスストアで納付
できます。また、口座振替の方は口座
残高をご確認ください。
～納税は口座振替が便利です～

消費者注意情報
訪問営業の無料点検に注意!
市消費生活センター
（産業労働政策課内・☎21-1149）

「近所の工事のあいさつに来た」
「お宅の屋根もタダで点検してあげ
る」など、
リフォーム工事の点検商法ト
ラブルが後を絶ちません。
「点検させて欲しい」と訪問する業
者には、きっちりと断
りましょう。断り切れ
ないと不安に思ったら
当センターまで連絡し
てください。
消費者庁イラスト集より

掛川城を啓発カラーでライトアップ
10月は臓器移植普及推進月間
11月14日は世界糖尿病デー

★事業の詳細は、各連絡先にお問い合わせください。
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問静岡県腎臓バンク
（☎053-435-3175）

問健康づくり課（☎23-8111）

移植医療への理解を深めるため、10月中の1か月、掛川城をイベントカラーの「グ
リーン」に、続いて11月9日（金）～18日（日）までの10日間、掛川城を糖尿病に立ち
向かう運動のシンボルカラー「ブルー」にライトアップします。期間限定の掛川城を
ご覧いただき、それぞれの運動に思いを馳せてください。
11月11日（日）には世界糖尿病デー講演会なども開催されます（19㌻参照）。

伝言板

とき・ところ

対象・参加料

内容・申込方法など

11/3（土・祝）10：00～15：00
無料年金・労働相談会
どなたでも
静岡県社会保険労務士会 ららぽーと磐田1階東広場
相談無料
磐田支部（☎0538-55-5925）（磐田市）

社会保険労務士制度50周年記念事業。会員
社会保険労務士が相談に応じます。
直接会場へ

絵で伝えよう～誰でも使える 11/10（土）、12/9（日）
どなたでも
グラフィック講座～（全2回） 13：30～15：30（受付13：00～）
30人
倉真地域生涯学習センター
桃色かけがわ6・田辺
1講座500円
（☎090-6804-1427・FAX29-1122） （倉真）
チャリティマラソンin彩の郷 11/11（日）9：30～
大人3,000円
メイク・ア・ウィッシュオブジャパン （受付8：45～）※雨天決行
学生2,000円
静岡支部（☎080-5181-4113） つま恋リゾート彩の郷（満水） 家族4,500円ほか

掛川では初めての講座です。思いや考えを
簡単な絵で表現する方法を学びませんか。
FAXまたはメール（momokake2017@
yahoo.co.jp）で申込

11/13（火）13：30～15：00
和紙ちぎり絵の会
粟本地域生涯学習センター
榛葉（☎090-2630-8645）
（初馬）

KOHO KAKEGAWA 2018.10

収益は子どもの夢をかなえる活動費に充て
られます。
大会HPを確認のうえ、10/15（月）までに申込
え

と

いのしし

成人4人程度 来年の干支「亥」をぬくもりのあるちぎり絵
1,000円（材料 で創作します。
費別途）
電話で申込（申込順）

市スポーツ推進委員募集中

かかりつけ医で事前予約を!
高齢者インフルエンザ
予防接種はじまる

スポーツ振興課（☎21-1159）

市は、市民のスポーツライフを支援
し、地域スポーツを振興するため、ス
ポーツ推進委員を募集しています。同
委員は、市が委嘱する非常勤公務員
で、現在23人が活動しています。
主な活動内容
・地域、団体へのスポーツ指導・講師
・ニュースポーツ教室、健康講座の開催
・実技、指導力向上のための研修参加
任期 2年間（再任制度あり）
対象 18歳以上でスポーツに関心の
ある人
報酬 市の規程により手当支給
申込方法 電話で申込

年金相談は事前予約が便利

ねんきんダイヤル（☎0570-05-4890）
日本年金機構掛川年金事務所
（☎21-5521）

年金に関する相談を希望するとき
は予約をお願いします。内容にあった
スタッフが事前に準備し対応するた
め、スムーズに相談ができます。予約
の際は、基礎年金番号のわかる年金
手帳やマイナンバーをご用意ください。
予約時間帯
・月曜日 午前8時30分～午後6時
・火～金曜日 午前8時30分～午後4時
・第2土曜日 午前9時30分～午後3時

こども希望課（☎21-1144）

健康づくり課（☎23-8111）

児童手当受給者に、平成30年6月か
ら9月分の児童手当を振り込みます。
児童手当は届け出のあった金融機関
に振り込みますので、振込日翌日以降
にお確かめください。

高齢者はインフルエンザにかかる
と、肺炎などの合併症を引き起こし、
重症になりやすいといわれています。
早めに予防接種を受けましょう。
※肺炎球菌予防接種とは異なります。
助成対象 ①65歳以上の市民②60
歳以上65歳未満の市民で、心臓・腎
臓・呼吸器の機能障害、HIV（ヒト免
疫不全ウイルス）の免疫機能障害
で身体障害者手帳1級および同等
以上の方
※入院・入所中の方は主治医と相談の
うえ、予防接種を受けてください。
自己負担 1,600円（助成は年度内1回。
2回目以降は全額自費）
※生活保護世帯の方は、接種前に福
祉課（☎21-1140）へ申請が必要
持ち物 ①自己負担金1,600円②免
許 証 などの 身 分 証 明 書 ③ 予 診 票
（ある方のみ・予診票は指定医療機
関で配布・個別郵送なし・シニアクラ
ブ会員へは別に配布）④身体障害
者手帳または診断書（60歳以上65
歳未満の方）⑤予防接種実費不徴
収証明書（生活保護受給世帯の方）
申込方法 かかりつけの医療機関へ
事前に予約。掛川市の指定医療機
関でない場合は、事前に健康づくり
課までお問い合わせください。
接種期間 10月1日（月）～平成31年
1月31日（木）

0歳～3歳未満

15,000円/月

3歳～小学校修了前
（第1子、第2子）

10,000円/月

3歳～小学校修了前
（第3子以降）

15,000円/月

中学生

10,000円/月

所得制限額以上

5,000円/月

※高校卒業前の子どものうち、年長者
から第1子と数えます。

ふくしあ健康相談
高齢者交通安全相談（11月）
●東部ふくしあ（☎61-2900）
11/ 21（水） 9：30～11：30
道の駅掛川
11/ 7（水） 10：00～11：40
●中部ふくしあ（☎28-9713）
11/ 14（水）

9：30～11：30

●西部ふくしあ（☎29-5977）
11/ 6（火）

9：30～11：30

●大東ふくしあ（☎72-1116）

掛川大祭交通規制の一部訂正

十九首

掛川観光協会ビジターセンター（☎24-8711）

弥生町
旧国道1号

逆川

お祭り広場
西高

城西
下俣町

円満寺

研屋町

中央2丁目
郵便局

とき・ところ

対象・参加料

あいり～な
中央 第一小
二の丸
●大須賀ふくしあ
（☎48-1007）
神明町
図書館
美術館
松尾町
11/ 1（木）

西町 中町

十王

消防署
旭町
11/
7（水）
9：30～11
：30
城内

掛川城

瓦町

くすの木公園
中央小

生涯学習センター

大手町

9：30～11
30
神明宮 ：

天然寺
※高齢者交通安全相談のお問い合わ
緑町
道神町
連雀
せは危機管理課仁藤町
（☎21-1131）まで。
肴町

中電
中央1
丁目 NTT
駅北駐車場

喜町

新町
栄町
内容・申込方法など
塩町

11/30（金）13：30～15：30
がんサロン「なごみ」
がん患者や家族が自由に集い、
語り合う場で
掛川駅
がん患者や家族
駅南第2駐車場 す。
駅南
磐田市立総合病院がん相談 磐田市立総合病院周産期母子
医療者によるミニレクチャーもあります。
第1駐車場
参加無料薬局 亀の甲一丁目
支援センター（☎0538-38-5286） 医療センター講堂（磐田市）
直接会場へ
ホテル
南一丁目
N

●

●

どなたでも
入場無料

火曜日19：40～21：00
どなたでも
居合道教室
木曜日19：00～21：00
参加無料
平松（☎090-3458-9984）
掛川警察署柔剣道場（宮脇）
やさしい書道教室
窪野（☎23-6678）

南二丁目
相続、遺言、遺産分割、
成年後見、農地転用、
東名高速道路
土地境界、建設業許可、帰化許可、
産業廃棄 10
物許可、会社設立などの無料相談会です。
20
直接会場へ

一般
木曜日（月3回）
3,000円/月
9：30～11：30
生涯学習センター（御所原） （誌代別）

ホテル
●

運動ができる服装でお越しください。
電話で申込
初歩～上級者まで
持ち物 書道用具一式
電話で申込

1
-125）
／ ㈯ 午前9時〜正午

行政書士無料相談会
11/25（日）10：00～15：00
静岡県行政書士会掛川支部・
大東図書館会議室（大坂）
榛葉（☎23-9380）

亀の甲二丁目

今月のけっトラ市 問 実行委員会（☎

広報9月号5㌻「掛川大祭交通規制」に一部誤りが
ありました。お詫び申し上げ訂正いたします。
正しくは、10月7日(日)正午～午後6時の小鷹町内
は規制されません。

伝言板

10月12日（金）に振り込み
6～9月分の児童手当
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東海アクシス看護専門学校
平成31年度入学生募集

中遠オープンガーデン
ガイドブック掲載花壇の募集

10月は里親月間
1日里親イベント参加者募集

募集人員 看護学科（修業年限3年）
男女30人程度
出願期間 12月3日（月）～18日（火）
午後5時必着
願書請求方法 学校窓口で配布
※申込方法や試験日、会場などはお問
い合わせください。

中遠地域の個人、地域団体、民間企業
が無料公開している庭を紹介します。
掲載期間 平成31年4月1日～1年間
掲載内容 写真や地図など
募集締切 10月31日（水）
申込方法 県中遠農林事務所（磐田市）
窓口もしくは同事務所ホームペー
ジで応募用紙を入手。必要事項を
記入のうえ、庭の全景写真を1枚添
付し郵送（〒438-8558磐田市見付
3599-4）で申し込み

児童施設の子どもたちとの交流を
通して、里親制度への理解を深めるイ
ベントです。
「里親」とは、家庭で養育されるこ
とが難しい子どもを、自分の家庭に迎
え入れ、温かい愛情をもって養育する
方のことをいいます。
とき 10月28日（日）午前10時～午後
3時30分
ところ 向笠交流センター（磐田市）
内容 レクリエーションなどを予定。
イベント終了後、希望者に里親会員
などとの座談会もあります。興味の
ある方は引き続きご参加ください。
費用 参加無料（昼食付き）
申込方法 10月12日（金）までに電
話で申し込み

東海アクシス看護専門学校
総務課（☎0538-43-8111）

地震・津波対策寄附金
多くのご支援
ありがとうございます
危機管理課
（☎21-1131）
平成30年9月11日現在の申出額

区分

件数

金額（円）

個人

283

7,808,740

法人

452

228,355,890

団体

289

11,032,370

合計

1,024

247,197,000

みなさんからいただいた寄附
金の最新情報などは、二次元
コードもしくは市ホームページ
下部の「注目ページ」からご覧
いただけます。

県西部児童相談所（☎0538-37-2852）
こども希望課（☎21-1144）

県中遠農林事務所企画経営課
（☎0538-37-2272）

母子父子寡婦福祉資金
貸し付けの募集

こども希望課（☎21-1144）

子どもが高校や大学などに入学予
定のひとり親家庭を対象に、無利子の
資金を貸し付けます（保証人不要）。
資金種別 就学支度資金・修学資金
申込期限 11月22日（木）
申込方法 市役所1階こども希望課
で申請書類を配布

ファミリー・サポート・センター
提供会員募集
こども希望課（☎21-1144）

子育てを応援していただける方を
募集しています。健康で子どもが好き
な方。資格は問いませんが、講習の受
講が必要です（託児あり）。
とき 11月2日（金）
・6日（火）～9日
（金）
・15日（木）
・16日（金）の7日
間（約24時間）のほか、託児実習が
2時間程度あります。
ところ あいり～な（掛川）ほか
申込方法 10月26日（金）までに、市
役所1階こども希望課で会員登録を
して申し込み
※子育てを応援して欲しい依頼会員
は随時募集しています。

お便り採用で火野正平さんが掛川訪問!
NHK-BSプレミアム「にっぽん縦断

こころ旅」

NHKふれあいセンター（☎0570-066-066・
FAX03-3465-1327・〒150-8001 NHK「こころ旅」係）

★事業の詳細は、各連絡先にお問い合わせください。
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俳優の火野正平さんが、お便りをもとにルートを変えながら静岡にやってきま
す。番組では12月の放送に向け、市内の「思い出の風景」
「忘れられない風景」
「みんなに伝えたい風景」などを募集中。採用されると、火野さんが掛川を訪れま
す。みんなで応募して、シティプロモーションを楽しみましょう。
応募方法 11月12日（月）までに、住所、氏名、電話番号、性別、年齢、思い出の場
所・風景、エピソードを番組ホームページかFAX、ハガキで応募（必着）

宅地内の水道修理の連絡先（土・日・祝日）10/6～11/4
10/

6（土）
7（日）
8（月・祝）
13（土）
14（日）
20（土）
21（日）
27（土）
28（日）
11/ 3（土・祝）
4（日）

北

部（掛川区域）
協和水道
（株）
（株）
巧栄水道
（株）
掛川水道設備
（株）
まつだ配管
（株）
浅岡工業
（有）
諸星配管
（株）
トダックス
（有）
松井管工
（株）
マツイ健設
協和水道
（株）
（株）
巧栄水道
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（☎26-1331）
（☎24-7661）
（☎24-8055）
（☎26-3261）
（☎24-2611）
（☎22-2975）
（☎26-2161）
（☎23-0581）
（☎23-8691）
（☎26-1331）
（☎24-7661）

※宅地内の水道修理は有料です。問水道課
（☎27-0711）

10/

南

6（土）
7（日）
8（月・祝）
13（土）
14（日）
20（土）
21（日）
27（土）
28（日）
11/ 3（土・祝）
4（日）

部（大東・大須賀区域）
（有）
豊設備
（有）
浅岡管興
エイケイ赤堀工事
（有）
（有）
大城配管
（有）
大澄設備
（有）
北端工務店
（有）
三久配管
シンワ設備
（株）
（有）
静管興業
（有）
土屋設備
綱取管興

（☎72-5630）
（☎48-4221）
（☎74-3340）
（☎72-4685）
（☎48-4476）
（☎74-2445）
（☎72-7223）
（☎24-3322）
（☎72-4705）
（☎48-2093）
（☎48-2004）

掛西高生が文科大臣賞
空中からDNA採取で

9/3

▲松井市長（右）に採取方法を説明する岡本さん（中央）と塚本さん
ゆう

ま

掛川西高校自然科学部2年の岡本優真さん
と塚本颯さんが、山形県鶴岡市で行われた
「第8回高校生バイオサミット」で、全国1位
となる文部科学大臣賞を受賞。松井市長に報
告しました。同部は、水中で生物のDNAを採
取する研究は行ってきましたが、空中では初
めて。調査手法が、インフルエンザウィルス
の採取にも応用できると高く評価されました。
そう

9/10

中学硬式野球で全国制覇
水野さんが報告

火起こし技能日本一
ボーイスカウトが快挙

▲松井市長（左上）に喜びを報告した掛川第2団の団員たち

日本ボーイスカウト静岡県連盟掛川第2団が
石川県で開催された「第17回日本スカウト
ジャンボリー」火起こし部門で日本一に輝いた
ことを、松井市長に報告しました。競技は薪と
マッチ2本で竹ひごを焼き切る時間を競うも
の。制限時間20分のところ、6分半で達成させ
ました。班員らは「日ごろの訓練の積み重ねが
結果につながった」と手応えを口にしました。
まき

9/5

中学校区の連携確認
大浜中で幼中合同避難訓練

▲声を掛け合いながら階段を上る生徒と園児

▲松井市長（右）に優勝を報告する水野さん

中学生硬式野球チームの菊川ボーイズで活
躍する大浜中学校3年の水野琉唯さんが、全
国6ブロックで争われた「第19回ボーイズ
リーグ鶴岡一人記念大会」で優勝したことを
松井市長に報告しました。水野さんは最速
135㌔の直球を武器に中日本ブロック選抜の
主将兼投手として出場。今後、静岡県選抜の
一員として、12月の台湾遠征にも出場予定です。
る

8/23

い

防災教育や防災管理の充実を図るため、大浜
中学校3年生120人と大坂・睦浜幼稚園児93人
が合同避難訓練を行い、連携を確認しました。
南海トラフ地震が発生し津波警報が発令され
た想定で、園児が歩いて中学校まで避難。到着
後は生徒が園児の手をとり4階まで誘導しまし
た。年少組の大槻梨紗さんは「お姉さんがいた
から怖くなかった」とほほ笑みました。
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応援大使、新たに2人委嘱

9/10

かけがわの魅力を国内外へ発信

建具で内閣総理大臣賞
佐次本木工が市内初の快挙

掛川市の魅力を国内外に広く発信する「輝くか
けがわ応援大使」に、著名人2人を委嘱しました。

ダンスパフォーマー
森澤祐介さん（桜木地区出身）
森澤さんは、世界で活躍す
るダンスパフォーマー。日本
のビジネスマンのイメージを
パロディにして人気を博した
ダンスパフォーマンスユニッ
ト「WORLD ORDER」のメン
バーで、現在はアジアを中心
にステージやショーで活躍し
ています。（9月3日委嘱）

▲受賞作「和（やわらぎ）」を披露する佐次本さん

Yusuke Morisawa

パラサイクリング選手
野口佳子さん（中地区出身）

Keiko Noguchi

野口さんは、2018パラサイ
クリング・ロード・ワールド
カップのワールドシリーズチャ
ンピオンです。平成28年に自
転車レース中の事故で重症を負
い、パラサイクリングへ転向。
各種の世界大会で優勝を重ね、
2020年東京パラリンピックの
優勝候補として期待されていま
す。（9月10日委嘱）

「第52回全国建具展示会さいたま大会」で
最高位の内閣総理大臣賞を受賞した佐次本木
工（佐次本武司代表）の佐次本裕司さんが、
松井市長に喜びを報告しました。
市内での受賞は初めて。高さ2㍍、横3.6㍍
の建具は桜や扇で柔らかさや優しさをイメー
ジ。下部に向かって明るくグラデーションに
なるよう仕上げたことが高く評価されました。

9/14

U－18選手権と甲子園出場
市内高校球児が結果報告

ひ

威勢よく屋台曳き回し
9/14~16
事任八幡宮例大祭
日 坂・八 坂 両
地区の氏子8町
による事任八幡
宮例大祭が行わ
れました。
若衆がこの地
域特有の「朝顔」
と呼ばれる格子
模様の装飾を上
▲日坂宿で威勢よく屋台を引く若者
部に施した屋台
を威勢よく曳き回し、観光客らを沸かせました。
15日には各町の屋台が事任八幡宮に集結。「そら
やれ」の掛け声が境内に響く中、お囃子を奉納する
「大笛祭」などが行われました。
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▲左から根来さん、松本さん、漢人さん、榛村さん

高校野球の日本代表でアジア選手権に出場
した根来龍真さんと、第100回大会の甲子園
に出場した漢人友也さん、榛村大吾さん、松
本宰さん（ともに常葉大菊川高校野球部）が
松井市長に結果を報告しました。
同校は福井県で行われている国体にも出
場。10月1日に予定されている初戦は、秋田
県代表の金足農業高校と対戦します。
ね ごろ りょう ま

とも

つかさ

広報かけがわ電子版では、フォトニュースをカラーでご覧いただけます。

や

だい ご

スローガンは「アクション!」

掛川茶に合う料理の開発と普及
を行う「掛川だモンデセレク

ことの大切さを感じたときに、

目。「日々の活動で目標を持つ
プロモーションにも力を入れた

の魅力を高めるために、シティ

よって事業が進んでいる。掛川

ねじ業界のパイオニアとして知

られる「桂川精螺製作所」の系列

年6月に創業

したのが掛川工場の始まりです。

会社として、昭和

本社はものづくりの本場、東京

大田区にある老舗町工場。人気ド

ラマ「下町ロケット」のロケ地と

しても有名で、金属の素材を削ら

ず、型にはめ込みねじを成形する

塑性加工という日本初の技術によ

人で、

り、強度の増幅、低コスト、納期

短縮を可能にしました。

掛川工場の従業員は約

主力製品は自動車や二輪車用の部

品。高い精度と強度が求められる

なか、自社で金型や工具を設計・

製造し、約200社から2千種類

ものねじを受注しています。平成

年1月に本社は建て直され、生
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ドラマのロケ地となった桂川精螺製作所の主力工場が市内にある縁で、10月19日（金）から市役所1階ロビーで
市役所ロビーに
「下町ロケット」登場 ドラマ撮影に使用された作業着や番組ポスター、出演者らのサインなどを展示する予定です。

周年を迎える掛

川 商 工 会 議 所 青 年 部 （ Y E G ）。
ション」や商工会議所敷地内へ

今年で創立

節目の年に会長を務めるのは、
の二宮尊徳像の建立を進めるな
ど、「とにかく時間が欲しい」

夫が営む自動車部品製造会社で
役員として働く山本美鈴さん
と話すほど忙しい毎日を過ごし

）。女性の会長は平成

気持ちに変化が出た。節目の年

い」と、前を見据える山本さん

「YEGのみなさんの協力に

ています。

年

（
以 来 、 2 人 目 と な り ま す。
年に入会し今年で6年

でもあるし、腹をくくって会長

は、プロジェクト以外にも目を

平成

をやってみよう」と昨年の選考

場や住環境の充実も考えていき

向けます。「子育てしやすい職

「1年間大変だけど、それ以

たいですね」と女性目線の事業

会に立候補し選ばれました。
上に得るものがある」と話す山

「やりっぱなしにしない!」と

展開にも意欲を見せます。

の プ ロ ジ ェ ク ト を 進 め て い ま す。

力強く話す山本さん。その行動

本さん。今年は周年行事で4つ
掛川茶を焼酎などで割った飲

産機能が掛川へ移転。工場を増設

し、生産量はこれまでの2倍にも

なりました。

「今後は医療や航空宇宙分野な

ど自動車部品に並び柱となる部品

月

の製造に挑戦したい」と力を込め

るのは大嶌憲太郎工場長。

り 世 界 の 人 々 の 暮 ら し を 支 え ま す。

産のねじは、縁の下の力持ちとな

熱く、可能性を模索します。掛川

「下町ロケット」に負けないほど

日からシリーズの続編が始まる

14

力が、掛川に新たな風を吹き込

60

10

11

57

30

み物で乾杯を推奨する「掛川茶

30

本社はドラマ「下町ロケット」ロケ地
日本初の塑性加工でねじ業界をけん引

▲下町のものづくり魂を継承する大嶌工場長と工場前で

25

みます。

桂川精螺製作所掛川工場
せい

43

乾杯条例」制定に向けた、ワー

島県へ炊き出しに。数日間、家
で待っていてくれた子どもたち
から帰宅後、感謝状をもらった
と話す。「今では、家族全員が
私を後押ししてくれます。子ど
もたちからも頑張ってと、エー
ルをもらっています」と笑顔で
話す。

ら

曽我地区

（倉真）
クショップの開催。そのほか、

東 日Y E本G大メ ン震バ災ーでとはと、も夫に 福や

山本美鈴さん
30年の節目を飾る YEG会長

41

きんじろうくん

地震研究者の仕事を体験
白衣の寺子屋
市の市民提案型協働支援事業を活用した

このコーナーでは、ラグビー
ワールドカップが始まる来年9
月まで、誕生秘話や歴史、ルー
ルや参加国などの紹介を連載し
ていきます。今回は、ラグビー
ラグビーの誕生は、1823

の誕生についてです。
年イングランドの学校、ラグ
ビー校でサッカーの試合中、
ウィリアム・ウェブ・エリス少
年が、ボールを抱えたまま走っ
たのが始まりと言われていま

月

二次元コード
携帯電話webサイト
「モバイル掛川」

59,006人（＋34） 58,817人（＋60） 44,704（＋114）
57,055人（＋23） 56,644人（＋15） 42,634（＋ 61）
1,951人（＋11） 2,173人（＋45） 2,070（＋ 53）

「白衣の寺子屋〜お寺でお仕事体験〜」が8
月3日、市内の寺院で行われました。6月に
設立されたNPO法人シェイクスが、子ども
たちにさまざまな体験と交流の場を、と初め
て企画したもので、市内の幼児・小学生8人
が参加。東北大学から講師を迎え、地震や噴

す。ラグビーワールドカップは
この少年にちなんで名付けられ

精神保健福祉総合相談

・

世帯数

女

火に関する研究者の仕事や地震発生の仕組み
などについて学びました。

た優勝トロフィー「ウェブ・エ
リス・カップ」の獲得を目指し
て競い合います。
日本にラグビーが最初に紹介
されたのは1899年。エド
ワード・B・クラーク教授とケ
ンブリッジ大学に留学していた
田中銀之助が慶應義塾の生徒た
ちに手ほどきしたことを機に広
がっていきました。ラグビー
ワールドカップ第1回大会は
1987年にオーストラリアと

西部健康福祉センター掛川支所（☎22-3263）
と き 10/26（金）、11/27（火）13：30～（事前予約制）
ところ 西部健康福祉センター掛川支所（金城）

11

※使用している薬（外用薬を含む）の名前を伺います。

10

下敷き2枚を使い、プレートが沈み込み地
震が発生する仕組みを模した実験では、子ど
もたちが、下敷きにさまざまな幅や高さのス
ポンジを貼り付け、どのような地震が起きる
か予想した上で実験開始。スポンジの違いで

▲「予想した結果になるか、期待が高まる実験」

男

■市の人口（9月1日現在） 人数世帯数（前月からの増減）

下敷きの跳ね返りが違うことを観察し「地形
の違いで地震の大きさが変わる」という講師
の説明に感心していました。

Oshu

みち のく魅 力 発 信
つ な げ る・つ な が る

献血

福祉課（☎21-1140）
と き 10/16（火）、11/20（火）9：15～16：00
ところ 市役所北側駐車場

ごみの休日受け入れ

と

環境資源ギャラリー（☎23-2273）
き 10/13（土）
・28（日）、11/10（土）
・25（日）
9：00～11：30

ラグビー元日本代表の五郎丸
歩選手が、トップリーグの通算
得点記録を更新中しましたね。
同選手のペナルティキック前の
ルーティーンは大流行しました
が、私の高校時代にはやったの
は早稲田大の今泉清選手のペナ
ルティキック。助走のための後
進に合わせ、「 い〜ち、に〜い」
とテレビ前で叫んだものです。
最近のマイブームは夜アイス
のルーティーン。自身初となる
○㌔台の金字塔を打ち立てない
ようにがんばります。
（湯）
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チームが参加しました。

TM©RWCL1986

ウェブ・エリス・カップ

117,823人（＋94）
113,699人（＋38）
4,124人（＋56）

住民基本台帳人口
日本人
外国人

ニュージーランド共催で開催さ
れ、

16

岩手県奥州市
姉妹都市

ラグビーワールドカップ2019 まであと354日
TM

ラグビーの誕生、歴史

問スポーツ振興課（☎21-1159）
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